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人口減少問題の第２回研究会は、過去の変動から現在の課題を研究する歴史人口学

の鬼頭宏上智大教授に人口減少・少子時代への提言を聞いた。縄文後半、鎌倉、江戸

後半に人口減退期を迎えた日本は２１世紀の現在、４度目の減退期に直面している。

鬼頭氏は人口の変動は社会体制、生活様式、政治制度などを包含する「文明システム」

が影響すると指摘。現在の人口減少は近代経済成長の限界、地球規模の環境問題、日

本独自の家族制度などが複合的な要因との見解を示した。「少子化、人口減少が大変

だ」というばかりでなく「新しい豊かさを享受できるという提案を」とメディアに注

文も付け、人口の安定に向けた地域やコミュニティーの支援、ワークライフバランス、

男女の意識改革、労働市場問題などの制度の見直し、つまり「国の形」の転換を訴え

た。過去と同様の経済成長を目標に掲げるアベノミクスは「間違っている」と明言す

る鬼頭氏の言葉を一つの手掛かりに、さらに研究会を重ね、人口急減社会への対処策

を考えたい。                            （川上） 

 

司会：川上高志 日本記者クラブ企画委員（共同通信編集局次長） 
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司会：川上高志・企画委員（共同通信編集局

次長） きょうは人口減少問題の研究会第２回

目として、上智大学の鬼頭宏先生にお越しいた

だきました。第１回目は日本創成会議で「消滅

可能性都市」を提起された増田寛也さんにお越

しいただきました。 

鬼頭先生は改めてご紹介するまでもありま

せんが、歴史人口学という視点から日本の人口

減少、増減の波という点を踏まえ、新しい社会

デザインについてのご提言などを積極的に出

されていらっしゃいます。 

それでは、先生よろしくお願いいたします。 

人口減少期はどういう時代か 

鬼頭宏・上智大学教授 ご紹介いただきまし

た鬼頭でございます。３０分の講演ということ

で、かなり短い時間に詰めて、１万年ぐらいの

話をしたいと思います。 

私は、いわゆる歴史人口学という人口の歴史

的研究をやってまいりまして、主に研究してき

たのが江戸時代なんです。私の師匠であります

速水融先生という方が、文化勲章を受けられた

方で、ことし８５歳になられるんですが、まだ

お元気で毎日のように研究室に行っておりま

す。同じ土俵で勝負していたのではとても太刀

打ちできないということで、少し違った目でみ

てみようと、縄文時代から２１世紀まで人口の

動きをつなげてみたらどうなるだろうかとい

うことを始めました。 

きょうの話は大きく３つに分けています。こ

れからの課題についてというのを、４つ目とし

て考えてはいるんですが、私も確たる考えがあ

りませんし、これはむしろ共通の課題として、

それを考える上で材料となるような３つのテ

ーマを設定しました。 

一つは、過去４０年の歴史をみてみようとい

うことです。この４０年は非常に大きな変化が

あった期間です。それからもう一つ、一気に過

去１万年まで飛んで、人口の変動はきのう、き

ょう始まったことではなくて、何度か波があっ

たというお話をします。そして３番目に、室町

時代から江戸時代いっぱいにかけては一つの

文明システムができ上がって、そして成熟して

いく過程である。それに応じて人口も変化して

きたということを簡単にご説明します。 

この３つの話を通じた共通のキーワードは、

人口減少時代あるいは人口減退期。これがどう

いう性質の時代だったのか、あるいは社会だっ

たのかということを、お伝えしたいと思います。 

まず、過去４０年の歴史を簡単に振り返って

みます。いまでこそ、少子化という言い方をし

ていますが、出生率が持続可能な水準、人口を

維持するうえで必要な水準を割り込んでから、

もう４０年がたちます。その現象についてどう

理解すべきか。これを特別の現象、あるいは日

本だけが特別に条件が悪いんだとは思わない

でいただきたいということを、まず訴えたいの

です。 

一つは、人口転換。経済発展が起きて、死亡

率が下がって、そして出生率もそれと並行して

下がっていく。多産多子から少産少子へと移る。

この人口動態の組み合わせが変わっていくと

いうのは、豊かになった社会ではどこでも同じ

なのです。その先に少子化がある。 

最近、人口学者の中には、少子化の過程をそ

こから切り離して、「第２の人口転換」という

向きもあるようですが、私はその考えには立ち

ません。結果としてつながっている問題だと思

っています。 

それから二つ目に訴えたいことは、どうして

出生率の低下が起きたのか。これは人口転換が

一番の基なのですが、さらに、それよりもまた

出生率が一段と下がったという背景には、単に

豊かになったというだけではなく、地球の資源

の問題とか環境の問題とか、それを切実に感じ

るようになったことがあるのではないか。しか

も、それを日本政府が国民に向けて、人口増加

をストップさせなければいけないと１９７４年に

訴えたということが非常に重要であると思っ

ています。 

それから３番目に、確かに西ヨーロッパ諸国

やアメリカでは、７０年代に出生率が非常に低

下しましたが、中でも日本は非常に低い部類に

属している。ただ、最近は、それも日本だけで
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はないということがよく分かってきました。ヨ

ーロッパでもドイツ、イタリア、スペインなど

は非常に低いですし、それから、東アジア諸国

は軒並み――中国はまだ日本より高いですけ

れども――韓国にせよ、台湾にせよ、シンガポ

ールにせよ、いずれも日本よりももっと低いと

いうことがあります。そこには何か共通の問題

がありはしないか。それが少子化を深刻にして

いるということは紛れもない事実ですので、そ

の問題について指摘したいと思います。 

かつての国家目標は「静止人口」 

資料４は１９５０年以降の合計特殊出生率です。

７４年からぐっと落ちてくる。７５年には２．０を

割り込んでいく。多少戻ったりしたことがあり

ますが、ほぼ一貫して２００５年まで出生率が低

下してきた。しかし２００６年からまた少しずつ

戻りつつある。 

５０年代中ごろまでは、いわゆる多産多子の

状態がまだ少し残っている。ベビーブームは終

わったが、まだ合計特殊出生率も高い水準です。

そこから６０年代にかけて人口転換がほぼ完

成する。出生率も非常に低くなります。 

これはどこでも同じことで、資料５は世界各

国の２０１０年ごろのデータを示した図です

が、横軸が出生時の平均余命、寿命ですね。縦

軸が合計特殊出生率です。きれいな相関がある。

つまり子どもがあまり死ななくなると、そんな

にたくさん子どもを産む必要がなくなって、出

生率は落ちてくるのだろうということです。こ

こでは経済の指標は省略してありますが、右側

のほうが豊かな国。日本は一番寿命が長いとこ

ろにあります。出生率も非常に低いところにあ

る。 

では、日本で時系列的にみてどうだったかと

いいますと、１９２０年からとってありますけれ

ども（資料６）、同じように寿命が延びてくる

と出生率も落ちてくる。かなり相関があるとい

うことが分かります。だから、ここまではどこ

の国でも豊かになれば出生率は落ちるという

話の延長線上にあるということですね。 

二つ目に、国民意識の問題です。政府は静止

人口、人口が増えも減りもしない状況を目標と

したという事実があります。資料７は１９７４年

の人口白書、つまり『日本人口の動向』ですが、
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サブタイトルに、「静止人口をめざして」と書

いてあります。 

この中で出生率を再生産できる水準よりも

４％落とすだけで、将来、人口は減少に転換す

るぞということを言っているんですね。このと

きの予測はどうだったかというと、４％出生率

を落とせば、昭和８５年までは人口が増えるけ

れども、そこから後は人口が減少しますと言っ

ているわけです。昭和８５年というのはいつで

しょうか。２０１０年なんですよね。だから、

このときの期待は、ほとんどその通り実現でき

ているということです。 

だから何をいまさら騒ぐんだと言えなくも

ない。ただ問題は、その出口戦略ですね。どう

やって出生率を落とすことをやめるか。むしろ、

２．０７という人口置換水準に戻すかというとこ

ろで、スタートが出遅れたというのが問題かも

しれません。 

ただこのとき政府は、私は「国家目標」と資

料に書いていますが、白書では「静止人口をめ

ざして」と言っています。直接的に何かしたわ

けではない。避妊などを普及させましょうとい

うことが中心だったのですが、それを外野とい

うか、家族計画に関する諸団体が集いまして、

それから国連の人口部からも担当者がやって

きまして、白書が印刷されたのは６月の末なん

ですが、７月２日から４日にかけて３日間、第

１回日本人口会議というのを開くのです（資料

８）。１回しか開かなかったと思います。 

このときはそうそうたるメンバーが大勢い

らっしゃって、岸信介さんも国会議員団の代表

として報告されましたし、大来佐武郎さんも開

発の問題でお話しされたり、そうそうたるメン

バーが講演しました。オイルショックの翌年で、

トイレットペーパーがなくなるとか、洗剤がな

くなるという騒ぎが起きたときですから、非常

に国民に訴える力があった。もう資源もなくな

る、人口爆発は続いている、ということですね。 

そのオイルショックの前の年には、ローマク

ラブの報告書として「成長の限界」というのが

７２年に出ています。地球はもう満員であると

いうような――たしか朝日新聞の連載で、そう

いうタイトルの記事があったと思いますが―

―地球は満員である。資源はいずれなくなると

いうようなことをオイルショックで実感した。

実際にはなくなったわけではないんですけれ

ども、こういうことが起きるぞということを予

測させたということです。 

この７４年ですが、８月にルーマニアのブカ

レストで、国連が世界人口会議というものを開

きます。これは初の政府間レベルの人口問題に

関する会議だったのですが、まだ途上国の人口

爆発が続いている時期ですね。 

そこで先進国は途上国に対して、出生率を落

とすようにということを言うわけです。途上国

のほうは、先進国は先に豊かになったからそう

言うが、こちらは豊かになるのが先だと。ちょ

うどいまの地球温暖化をめぐる議論と全く同

じですね。政府の対応も全く同じです。 

つまり、範を垂れるために日本も早く人口増
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加をとめなければいけないということで、国民

に対して静止人口ということを目指した。それ

に呼応して開催された日本人口会議では、国民

的合意を取りつけるということで、「子どもは

２人まで」というのをスローガンに掲げるわけ

ですね。これは各新聞全て大きく取り上げまし

て、このころから出生率を落とすのが正しい行

いであるということが浸透したと思っていま

す。それ以上のことはきょうは差し控えますが、

これが第２番目です。 

背景にある社会・家族制度 

それから３番目は、そうはいっても、日本の

出生率がイギリス、フランスあるいは北欧の国、

あるいはアメリカと比べて、格段に低いのは紛

れもない事実です。資料９は日本の出生率が一

番低い時期の国連の統計で、各国の出生率を並

べたものです。日本は２００５年に１．２６まで下が

ります。２００８年の国連統計ではもうちょっと

高いんですが、シンガポール、韓国、香港は日

本よりも低いんですね。国連の統計ですから台

湾は入っていませんが、台湾も低いです。しか

し、ヨーロッパをみても、日本と同等か、それ

以下という国がいくつか散見される。東ヨーロ

ッパは軒並み低い。 

これについて、フランスの人口学者のエマニ

ュエル・トッド氏が、出生率が低い社会の特徴

として家族制度が背景にある。その家族制度に

特有の権威主義、要するに家父長的な権威主義

が強いところほど出生率が低くなる傾向があ

る。つまり女性がなかなか結婚とか仕事とかを

両立させることが難しい社会なんだというこ

とを言っているんですね。資料１０左表のよう

な図を描いています。いずれにしても家族制度

が背景にあるということで、似たようなタイプ

の家族の場合に、やはり出生率が低い。先ほど

の一覧表でみていただくとわかると思います。 

また、エッセイストの酒井順子さんが『負け

犬の遠吠え』という本を書きましたが、その後

に『儒教と負け犬』という本を出しました。中

国と韓国へ行って、３０代で結婚してなくて子

どもを持ってない女性にインタビューをして、

この日本も含めた３つの国の低出生率の背景

には、どうも儒教というものがあるのではない

かということを言っているわけですね。それに

基づく家族制度ということなんでしょうが、ト

ッドの理論的な考えに呼応しているかなと思

います。 

そういう観点を含めて、日本の少子化がどう

なったのかということを一覧表にしてみまし

た（資料１１）。要は核家族化が高度成長以後、

非常に進んできたが、それまで親子三代で世帯

を持つのがごく普通だったものが、夫婦２人で



 

6 
 

子どもを育てなければならなくなってきた。そ

のときに女性が結婚、子育てと仕事を両立させ

ることが非常に困難になってきたんだという

ことを言いたいわけです。 

それは、例えば公的な支援、あるいは地域の

子育て支援の体制が十分整っていないとか、企

業での働き方、ワークライフバランスが非常に

悪いということであるとか、あるいは男性の家

事・育児への参加が非常に少ない、時間的に短

いというようなことであるとか、そんなことを

中心に少子化の流れをまとめてみました。 

過去４度の減少期 

ここまでが本当は序論なのですが、ここから

過去１万年間の歴史をざっとみてみたい。つま

り、人口が減退した時期があるんだということ

を申しあげます。 

資料１３は、１９５０年から２０１０年までの先進

主要国の合計特殊出生率の動きを表したもの

です。日本は１９７５年から２．０を割り込むんで

す。ほかの国も、スペインが少し遅れているの

ですが、大体１９７０年代の中ごろを中心にして、

２を割り込んでいるんですね。ほぼ同じ時期に

少子化になっているということです。 

この背景は何なのか、詳しくは調べていませ

んけれども、先ほども申しあげたことで言えば、

やはりローマクラブの報告書とか、オイルショ

ックとか、あるいはそれより少し前、６０年代

の終わりにアポロ８号が月の周りを回って、そ

こから映る月の地平線というのでしょうか、月

平線というのでしょうか、その上にぽっかりと

浮ぶ地球の姿を宇宙中継で送ってきた。そうい

うものから、地球がいかに小さくて、どうも

弱々しくみえる。そういうような中で人口爆発

が起きている、経済成長も続いているというこ

とについての、ある種の懸念、これが国際的に

先進国の間で持たれたということを意味して

いるのではないのか。考え過ぎかもしれません

が、軌を一にしているということを申しあげた

いんですね。 

その当否はともかくとして、資料１４は世界

人口に関する二つの推計を示したものです。 

一つは、アメリカのＭｃＥｖｅｄｙ ＆ Ｊｏｎｅｓと

いう人の推計。もう一つがフランスの、いま、

トッド氏がいます人口研究所の大先輩になる

のですが、Ｂｉｒａｂｅｎという方ですね。少しずつ

違うんですが、大体似たような時期に人口が停

滞したり減少したりしている。推計によって多

少ずれがありますが、大体似たような時期です。

例えばローマ帝国の崩壊の時期であるとか、そ

れから１４世紀のヨーロッパにおける黒死病よ

りも少し前の世紀、１３世紀ごろから停滞に入

っている。あるいは１４世紀に入るとガクッと

減るという見方もあります。 

それから、この辺はちょっと意見が分かれる

ところですが、少なくともヨーロッパでは１７

世紀が人口停滞の時代であるということはは

っきりしていますし、ＭｃＥｖｅｄｙとＪｏｎｅｓもこの

時期、停滞したと考えている。そして現在はど

うなるか。国連はいまの人口が増加し続けるこ

とをもちろん予測しているんですが、大体１００

億を超えたらあまり増えなくなるだろうとい
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う見方をしていますね。それは、アフリカでも

８０年代に出生率が落ち始めたということがあ

るわけです。ですから２１世紀は世界的に過去２

０００年以上にわたる期間の４番目の人口停滞

期に入る可能性があるということですね。 

島国の日本はもっとそれがはっきりと出て

きます。資料１５はいろんな方が推計された人

口をつないでみたものです。縄文時代の中期が

２６万人でピークになっていますが、後半にガ

タッと減ります。これは小山修三先生が推定さ

れたものですが、縄文時代晩期には８万人ぐら

いまで減っているというのです。ところが弥生

時代になりますと、人口が６０万ぐらいまで、

小山さんは５９万と言っていますが、６０万ぐら

いまで増えます。そして奈良時代に５００万、平

安時代に６００万から７００万。ですから弥生から

奈良、平安まで、ほぼ人口は１０倍に増えてい

きます。 

ところが、鎌倉時代に人口はまた１００万人ぐ

らい減少するんですね。これはまだあまりはっ

きり分かっていません。人口資料がないので、

耕地面積が断片的に分かるので、それからアメ

リカ人の歴史家が苦労して推計しているんで

すが、６００万ぐらいまで減少します。 

そしてまた室町時代、おそらく１５世紀半ば

に１０００万人を超えたという推計があります。

これもあまりよく分からないです。武士団の規

模から推計したものですが、１０００万人になっ

たらしい。 

１６００年につきましては、戦前には１８００万と

言われましたし、私の指導教授であった速水融

氏は１２００万という説を唱えています。私は、

別に中をとるわけではないんですが、人口の現

実的な成長率を考えると１５００～１６００万では

なかったかなと思います。いずれにしても、徳

川幕府が開かれるころには１０００万人の大台で

あったことは確実ですね。１０００万人の半ばぐ

らい。 

その後は徳川吉宗が全国の人口調査をまと

めます。１７２１年に農民などの庶民の人口で２６

００万人台ですね。武士を入れると、多分、３０

００万を超えるということなんです。 

そこから１世紀余りの間、人口は増えないん

ですね。そして明治維新に至るということです。

幕末からと言ったほうが正確でしょうが、文

化・文政のあたりから人口がじわじわと増え始

めて、現在の統計、２００８年がピークというこ

とですね。そこから後、人口が減り始める。 

文明システムの転換と人口 

この人口変動は、気候変動などの影響も受け

ていることは事実ですが、私は、むしろ社会の

あり方、社会体制に問題があると思っています。

人口転換というのは、新しい技術が入ってきて、

それに基づいて新しい社会がつくられていっ

たときに、生活様式が大きく変わっていく。そ

の過程で人口が増える。しかしその新しい技術

であるとか制度が列島中に浸透しわたって、も

う発展の余地がなくなるというようなときに、

人口の増加がストップすると考えてはどうか
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と思うんですね。 

この４つの人口の波に対応するものを挙げ

たのですが（資料１６）、この文明システムと

いうのは梅棹忠夫さんの概念ですね。人間とそ

れを取り巻く人間がつくり出したいろんな装

置、つまり道具とか機械とか、それから文字で

あるとか、宗教であるとか、政治制度であると

か、そういう一切合財人間が生み出したもの、

形のあるものもないものも含めて、それと人間

との関係を、彼は文明システムあるいは文明系

というふうに呼んだわけですが、その組み合わ

せです。これが大きく変わっていく。それに応

じて人口がどんどん増えていったのではない

か、そんなふうに考えている次第です。 

こういう考え方は非常に単純でして、マルサ

スが１７９０年代に考えた人口論を適用できると

思います。ある一つの文明社会には――文明で

すね、あるいは社会には、それ固有の人口の上

限がある。人口収容能力、定まったものがある

んだということです。農業社会だと分かりやす

いですね。耕地面積が限られている。技術発展

はもちろんありますが、技術が一定であるとす

れば、すぐに人口はいっぱいになってしまうと

いうことです。 

資料１７は、後に数学者たちが、こういうＳ

字形の曲線で人口というのは変化すると主張

しました。ロジスティック曲線と呼ばれるわけ

ですが、こういう理論的な考え方を示している

わけです。 

動物の世界だったら技術発展というのはあ

りませんが、人間の場合には技術革新が起きれ

ば、社会の人口収容能力の天井を引き上げるこ

とができる。そして、人口はまた増えていく。

しかし、またそこで資源の制約とか、技術がそ

れ以上発展しないとか、環境が悪化するとか、

そういう理由で、また人口がストップするだろ

う。そういうふうに日本の人口の歴史を考える

ことはできないだろうかということですね。 

これを図式化してみたのが資料１８です。人

口がだんだん増えてきますよ。だけどいずれ停

滞しますよ、ということですね。そして環境制

約があって、マルサス流に言えば死亡率が高ま

る、あるいは出生率が低下して、人口は増えな

くなってくる。このままであったら人口は停滞

したままか、あるいは環境変動によって人口が

減少してしまう可能性があるわけですが、これ

がうまく次の新しい技術革新につながる、ある

いは外部から技術を導入するということがあ

ると、また社会が大きく変わっていって、それ

に応じてまた人口増加の新しいサイクルに移

行する。そんなふうに考えたらどうだろうかと

思うんです。 

つまり、現在の２１世紀というのは産業革命

以後の近代経済成長が一つの壁にぶつかって

いるんだ。その象徴が７０年代半ばのオイルシ

ョックであったり――オイルショックは政治

的な問題ですけれども、ローマクラブの報告書

であったり、あるいは８０年代に国連が普及す

る持続可能な発展という概念であったりだと



 

9 
 

思うんですね。そういう意識が持たれるように

なってくると、人口はなかなか増えにくくなっ

てくる。経済状況も悪くなっているということ

なのかもしれません。 

晩婚化と意図的な出生率抑制 

ここまでは長い歴史の話です。残りを簡単に

お示しします。江戸時代にも一つの人口のサイ

クルをみることができる、そして、後半につい

ては、私などもずっとやってまいりましたけれ

ども、人口の動態、一人一人の動きを一生追え

るような宗門人別改帳というような、もともと

はキリシタン取り締まりのためにつくった資

料ですが、これを利用して詳しく人口の動きが

わかる。そこを引き合いに出してみたいと思う

んです。 

資料２１は、先ほど申しあげた吉宗が始めた

幕府の全国人口調査ですね。最初、２６００万ぐ

らいから始まるのですが、吉宗の在任中、将軍

でいた時期にピークが来ます。２７００万ぐらい

まで行くのですが、その後はどんどん低下して

いく。１９世紀に入ってまた増えるんですが、

まだ増加はおぼつかないというパターンです。

ですから江戸時代後半の１世紀余りというの

は、人口が停滞した時代であるということです

ね。 

では、これをもうちょっと前にさかのぼって

みたらどうだろうか。資料が前後しますが、資

料２０は、１６００年に先ほど申しあげたように３

つの推計があるのですが、どの推計をとっても

１７世紀は人口増加の時代であるということが

分かります。 

それで１８世紀に入ってから、１７３２年がピー

クで、ここは一進一退です。特に天明の飢饉の

時期には３０００万人を割った可能性がある。こ

れは武士人口を推計して、これを加えた数字で

すけれども、大体３０００万から３２００万の間で推

移しています。 

では、なぜ江戸自体の後半に停滞したのか。

これは割に分かりやすいんですね。鎖国をして

いて、食料、それからエネルギー、原材料の供

給がほとんど自給です。その中で土地の広さが

人口の規模を決めてくる。その物理的な制約が

あります。どうやら１７世紀の終わりぐらい、

元禄のあたりに、いろいろ問題をもたらすよう

になってきている。人口が増えにくくなってく

る。そういう環境の制約というのが非常に強い。 

それからもう一つは、１８世紀は世界的に気

候が寒冷化した時期です。小氷期と言われてい

る。ですから、天井が上から落ちてくるという

ふうに考えてもいいんですね。これが１８世紀

の人口を増加させなかったと考えていい。 

いわゆる三大飢饉というのがあります。飢饉

で大勢死んだのか。確かに死んでいるんです。

しかしヨーロッパと比べると日本の江戸時代

の飢饉で死んだ人の数は、実はそんなに多くな

いのではないかと言われています。もちろん大

勢亡くなっていて、１回の飢饉で大体３０万ぐ

らいは死んでいるはずだと言われるから、これ

はちょっとやそっとの数ではないんです。非常

に深刻です。 
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しかし、実はそれよりも問題なのは、出生率

のほうだということが指摘されています。つま

り出生率が非常に低いので、１０年に１度ぐら

いの割で飢饉が来ると、少し増えた人口が、ま

た積み木崩しのように減らされてしまう。その

繰り返しが１８世紀だということですね。 

資料２２は工業化以前の社会の農村の年齢別

の出生率です。ただし結婚している女性につい

てだけの数字なのですが、これを国際比較した

ものです。点線で描いたのは、実際にわれわれ

が調査した数字ですが、１年に１度の調査なの

で、ここには乳児死亡、調査と調査の間に生ま

れて死んだ子どもが入っていません。それを推

計して、ここでは２割ぐらい上乗せしているん

ですが、それでもヨーロッパの水準にはほど遠

い。江戸時代の日本の出生率は非常に低かった

ということが分かります。 

その理由は割にはっきりしていまして、一つ

は晩婚化なんですね。資料２３は信州の諏訪郡

のある村の例ですが、ほかの地域でもパターン

としては大体似ています。１７世紀は割に早婚

で、１９世紀になってくると晩婚化してきます。

これで３年から４年ぐらい、女性の結婚が遅く

なるわけですから、子どもの数が１人は減ると

いうことですね。 

では結婚した夫婦の出生数はどうか（資料２

４）。同じ村について示してあるんですが、１

７世紀に生まれた女性の出生年代です。ここで

は完結出生数と合計出生率で示していますが、

完結出生数は、５０歳まで結婚が続いた女性が

生涯何人子どもを産んだかということを示し

ています。それから、ＴＭＦＲと描いてあるの

は、有配偶合計出生率、結婚した女性の年齢別

の出生率を足し上げたもので、数えの１６歳か

ら５０歳まで、３５年結婚が続いたときに何人子

どもを産む可能性があるかということを示し

たものです。大体パターンは一緒です。 

これも先ほど申しあげたように、実数ではな

く、乳児死亡が落ちていますから実際にはもっ

と産んでいる。だから１７世紀に生まれた女性

は多分、７～８人は子どもを産んでいたという

ことですね。 

ところが１８世紀の後半に生まれた女性は多

分、せいぜい４人ぐらいしか子どもを産んでい

ないということですから、極端に言うと半減し

たと言ってもいい。そのぐらい出生率は落ちて

いるということですね。これは晩婚化と、それ

から結婚してからもあまり子どもを産まない

ようにした、意図的な出生率抑制の結果であろ
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うと思っているわけです。 

では２１世紀というのは、そうした人口の歴

史を文明的に捉えた場合に、これからどういう

ふうにしたらいいのかという話になるのです

が、これはきょうの話題ではなく、むしろ人口

減少というシリーズを通じての問題だと思い

ます。また別の機会にほかの先生方からもお話

を伺えるかと思いますので、私の話は省略した

いと思いますが、一言だけ申しあげると、要す

るに、いままでの考え方を敷衍すれば、現在の

少子化対策というのは、単に出生率を上げれば

いいという問題ではなくて、社会の仕組みを次

の文明を用意するようなものに大きくつくり

変えていくということが必要なのではないだ

ろうか。 

もちろん人口を増やすことはできませんが、

それによって人口を安定させることは可能な

のではないか。先ほど申しあげた、地域やコミ

ュニティーの支援とか、ワークライフバランス

であるとか、男性の意識改革であるとか。実は

女性もそうなんです。男だけの問題ではないん

です。さらに労働市場の問題とか、外国人の受

け入れの問題とか、それから、地域の活性化で

あるとか、いろいろ考えなければいけないこと

があります。 

いままでの枠組みでは解決できない。制度を

大きく変えていく、国の形を変えていくという

ぐらいの覚悟でなければ、少子化はとまらない

のではないかということを訴えて、終わりにし

たいと思います。 

＜質疑応答＞ 

質問 政府が先日出したデータで、日本の適

正人口は１億人ぐらいを目標にしたいという

ことを言っているのですが、先生はこの狭い日

本列島でどれぐらいの人数が適正とお考えか。

その理由は何かをお願いします。 

 

鬼頭 昔から必ず聞かれる質問で、これに対

してどう答えたらいいか悩んでいたのですが、

私はこのごろ、こういうふうに答えています。 

適正な人口規模というのはないです。それは

与えられたものだと思わなければいけない。そ

の中でやらなければいけないということです。

政府の１億人というのは、私はあまり意味がな

いと思っています。 

昭和１６年の１月に人口政策確立要綱が閣議

決定されました。そのときに昭和３５年までに

人口を１億にしようと言っているんですよ。首

相がそれを意識しているかどうか分かりませ

んが、１億を割らなければ日本の経済はそんな

に悪くならないという単純な根拠だと思いま

す。 

ただし、私は１億という数字にこだわる必要

は全然ないと思っていまして、とにかく１９７４

年に政府が静止人口を目指したように、人口の

減少をとめなければいけない。４０年前には増

えるのをとめなければいけないと言ったんで

すけれども、静止させればいい。 

だから、後はどのくらいのペースで出生率を

上げていったら、どのくらいの規模で、いつ人

口が静止するかということにかかわっている

ので、それに合わせた国づくりをすればいいの

ではないかというように思っています。 

 

質問 江戸時代、芭蕉が江戸に出てきたころ、

確か（木曽の）湯舟沢村とか中津川の辺りの結

婚率というのがありますね。総領は６０％ぐら

いで、次男坊以下、部屋住みは４０％ぐらい。

表現は悪いんですが、現在、正社員と非正社員

というんですか――というのが総領と部屋住

みのような関係があって、それで非常に結婚率

が低いことによって、人口の減少が今後も起こ

り得るのではないか。その辺はどのようにお考

えでしょうか。 

 

鬼頭 いま例に挙げられました湯舟沢村と

いうのは、私が最初に手がけた村なんですが、

部屋住みのような二・三男とか、あるいは奉公

人などがいたのは１７世紀の話ですよね。です

から社会階層によって、結婚しない、あるいは

できない、それから、しても非常に晩婚であっ

て子どもがうんと少ない。そういう人がいたの

は１７世紀ぐらいまでで、先ほどお見せした諏
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訪でも１８世紀になるとほとんどそういう人が

いなくなります。 

つまり経済成長が起きた１７世紀というのは、

そういう人たちがいなくなって、個別の家を新

しく建てて、ほとんどの人たちが結婚をし、子

どもを持てるような時代になったということ

です。これが１７世紀の人口増加につながって

います。 

もちろん、東北などはそういう部屋住みの人

たちがいて、深沢七郎さんが『東北の神武たち』

という小説に書いたりしていますから、そうい

う地域があることはありますが、江戸時代には

ほとんどの人が結婚するという、いわゆる皆婚

傾向が１８世紀になると成立してきた。１９６０年

代ぐらいまではその伝統がずっと続いていた

わけです。それがまた変わってくる。いま、お

っしゃられたように、働き方によっては生活が

安定しないで結婚できない。あるいは子どもを

持てないという方が出ているのは事実ですね。 

ただ、いまヨーロッパの水準にもう追いつい

て、追い越すぐらいになっていると思いますが、

ヨーロッパは全ての人が結婚するタイプの社

会ではなかった。日本、韓国というのは特に皆

婚傾向の強い社会だったというのが、変わって

きています。 

ですから、これからは結婚を選ばないライフ

コース。結婚したくてもやむなくできないとい

うのは、労働市場を変えて、雇用形態を変えた

りして解決していかなければいけないんです

が、本人の意思で結婚するかしないか、子ども

を持つか持たないかという多様なライフコー

スを前提にして、出生率を維持しなければいけ

ないということだろうと思うんですね。 

ですから非常に難しい面があるかと思いま

す。いまの政府はそこまでは考えてない。みん

な結婚するというのを前提にした数字しかな

いような気がしますね。 

 

質問 ヨーロッパ、北欧なんかの場合に、婚

外子が非常に多いと思うんですが、日本の場合

には、やはり文化が違うといいますか、そこの

ところはどうしても変えられないと思うんで

すね。それと出生率の高い移民がヨーロッパで

もアメリカでも押し上げているところがある

と思うので、日本は独特といいますか、家族観

がありますよね。そこを乗り越えるのはちょっ

と難しいのではないかというのが一点。 

日本の場合、かなり国家として成熟してきて

いると思うのですが、それにもかかわらず、東

京一極集中がずっと続いて、最近になっても加

速している。これは一体どういうことなのか、

その理由を先生はどのようにお考えでしょう。 

 

鬼頭 婚外子と移民の件ですが、実は、先週

の土曜日に日仏文化サミットという催しが日

仏会館でありまして、慶應義塾の清家篤塾長と

か東大の白波瀬佐和子教授と一緒に、エマニュ

エル・トッド氏を交えてディスカッションをや

ったんですね。 

そのときにも彼は、日本の独特な、いま、お

っしゃったような婚外子の問題とか移民の問

題について、日本はそんなに大きく変われない

だろうということを言っています。私もある程

度は社会が変わっていくと思います。例えば家

族の形態も３世代世帯から核家族へと大きく

変わってきたけれども、いま、その弊害がいろ

んなところへ出てきていますね。子育ての面と

か、それから高齢者のひとり暮らしであるとか。

そういう点から、また新しい家族の形を求める

ようになってきていると思うので、やはりある

部分、伝統的な要素は残っていくのだろうと思

います。 

だからフランスのように、あるいは北欧のよ

うに正式に結婚しなくても、事実婚でも、子ど

もを持てばいいではないか、それを奨励しよう

ということがもし行われるとしても、多分、意

識の上ではそれを受け入れない国民が多いよ

うに思います。だから、いい悪いの問題ではな

くて、しようがないのかなと思っていますけれ

どもね。ただ、そういう方たちを支援するとい

うことは手厚くしなければいけないと思う。で

も、それをわざわざ増やす必要はないのかなと

思っています。 

むしろ日本で問題なのは、事実婚であっても、
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子どもを持とうというような意欲は非常に少

ない。そちらの方が問題だと思っています。 

人口の首都圏集中ですが、これは非常に悩ま

しい話で、実は静岡県の会議で増田寛也さんも

交えて――静岡県は北海道に次いで人口流出

が多かったところなものですから――それに

ついて考える会をこれから開くことになって

いるんですが、一つ歴史的に面白いことがある

ので、ちょうどご質問があったので、最後の図

について説明しておきたいと思います。 

私は過去の人口分布について国別あるいは

府県別に集計しています。ハーフィンダール指

数という独占の度合いを測る指標を人口分布

に当てはめて計算してみたのですが、人口が停

滞していく時期、減少していく時期が、格差が

減るんですよね。これが過去の事例なんです。

資料３１は縄文時代です。縄文時代の前半は、

この数値が大きくて、集中度が高い。それが分

散していく。 

それから、第２の波が弥生時代から、これで

は平安時代末までなのですが、あまり大きな変

化はありませんが、それでもやはり平安時代に

なると下がっているのが分かる。 

それから江戸時代は、これは１６００年の推計

がちょっと地域的におかしいのかもしれませ

ん。これは平安時代末からみているんですけれ

ども、少し下がっている。 

ところが現在は、どうかというと、明治以後

２０００年までなんですが、むしろ、格差がどん

どん開いてしまっている。 

ただ将来どうなるか、これは分からないので、

国立社会保障・人口問題研究所の地域人口推計、

あるいはそれに基づいた増田さんのグループ

の地域人口推計を当てはめれば、一層その格差

が広がることになります。ただ、これは過去の

トレンドをそのまま将来に延長しただけの話

ですから、変わる可能性はもちろんあります。 

こういう動きを過去のものと比較してみる

と、本当だったらもっと格差は縮小しなければ

いけないのに、いまちょっと異常なようにみえ

ると思います。ただし江戸時代の例を引き合い

に出すのは適切かどうか分かりませんが、地域

人口を増やす可能性はあるのではないかと私

は思っています。 

江戸時代は各藩が地域を支配して、人民を支

配して、経済を運営するということがきっちり

と行われていました。そして土地が富を生むと

いう社会ですから、土地から大きく離れること

はなかった。しかし江戸時代の後半、１８世紀

の半ばより後ですけれども、産業革命以前の工

業化、「プロト工業化」と言っていますが、戦

前には「農村工業」というような言い方をされ

ていましたが、それがほうはいとして起きてく

るわけですね。 

藩の指導が行われた地域もあります。藩専売

制と結びついて行われたところもありますし、

それから農民自身が原材料を供給するだけで

はなく、より付加価値を高めた商品を売り出そ

うという民衆のレベルでの活動もありますが、

これが各地域で特産物を生み出すようになっ

てくる。非常に地方が活性化してくるという時

代があったんですね。 

ですから、それと同じようなことを考えてみ

る。つまり現在の地方の人口が減っているとい

うことは、端的に働く場所がないからだという

ことだと思うんです。ですから、それをつくれ

ばいいんですけれども、どこかの企業を誘致し

て来てもらって雇用を確保しようという発想

は、もう駄目だと思うんですね。そこにある資

源を使って新しい時代を切り開くような生産

物をつくっていくことが、どうしても必要なの

だろうと思います。あるいは人を集める。やは

りその地域でなければできないことをやらな

ければだめだと思うんですね。それは観光も含
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めてそうですし、農業もそうですし、いろいろ

あり得るかと思います。 

そういう中で、まだ試みの段階だと思います

が、藻谷浩介さんとＮＨＫが番組をつくった

「里山資本主義」という考え方がありますが、

これは一つの手かなと思っています。現在も気

仙沼市で荒れた山林をベースにして、そこから

木質のバイオの燃料をつくって、ドイツから取

り入れた発電機でホテルに電気を供給すると

いう事業が試みられています。里山資本主義の

本の中でも紹介された岡山県でも同じことが

行われています。 

土地の資源を新しい形で利用することで、地

域の経済を活性化していくということを真剣

に考えなければいけない時代になったのでは

ないか。そうすれば江戸時代の後半のように、

地方の人口がある程度維持できていく。江戸時

代後半は、城下町も含めた大都市の人口は減少

するんですね。むしろ、農村の人口の方が増え

てくる。 

それから地方の中核的な人口数千人の規模

ですけれども、そういうところがほうはいとし

て成長してくるということがありますので、そ

ういう方向へこれから持っていくというのは

一つの手ではないかと思っています。 

的確なお答えになってはいないかもしれま

せんが、特別なアイデアがまだあるわけではな

いので、そんなお答えでお許しください。 

 

質問 先ほどのお話では、人口の波動は文明

システムの転機に対応しているんだというこ

とで、いま、第４段階、工業化というところを

おっしゃったのですが、工業化も産業革命以来、

長いことたちました。新しい文明システムとい

うものの予兆、予感というのは、どうごらんに

なっているのか。それから、月から地球を見て

地球が有限だという話もされましたが、いよい

よそういう部分がなくなって、新しい文明がで

きる余地がなくなってきたのか。その辺を含め

て教えていただけますか。 

 

鬼頭 非常に難しい問題ですが、いままでの

日本列島という一つの宇宙の中での変化をみ

てきたわけで、これはイギリスなんかも、島国

ですから、似たような動きをしています。 

いずれも、かつては一つの国が単位として人

口が大きく変動してくる。それが世界につなが

って世界の人口も変動してきたというふうに

思うのですが、いまはその舞台が、それこそグ

ローバル化して、地球が一つの単位になったと

考えてもいいのではないかと思うんですね。 

そういう点で、これからどうなるかというこ

とですが、現在の人類がよほど生物的に変わら

ない限りは、やはり限界を迎えているのではな

いかと思います。それは人間の空間意識が大き

く変わって、もっとぎゅうぎゅう詰めでも生き

ていられる、世界中がかつての香港のようにな

ってもいいということであれば、もっと詰めら

れるかもしれませんが、一定の自然というもの

がなければ、人間はちゃんと生きていけないん

だということであれば、もういまが限界ではな

いかと思っています。 

では、どういうタイプの文明になり得るのか。

可能性の問題としてですが、シェールオイルな

どが開発されて、まだ化石燃料の寿命が延びた

と言われていますが、延びたといっても有限で

あることは事実です。われわれは千年先を考え

る必要はないのかもしれませんが、それでもや

はり数百年先のことは考えなければいけない。 

そうなると、やはり再生可能なエネルギーを

いかに有効に使うかということが制約になっ

てくるのかなと思っています。その中で養える

人間が、この地球の中で存続することが当面の

目標なのかと思っています。 

そのときの人口規模はどのぐらいが適正な

のか。最初にご質問がありましたけれども、い

ろんな研究者の言っていることを集めてみる

と、論拠の適正、不適正ということは考えずに

あくまでも多数決で統計的な話ですが、地球の

人口として現実的に現在の生活水準が維持で

きる水準というのは、多分、８０億ではないか

と言っているんですね。多くみても１００億。で

すから、２１世紀のうちに７０億を超えているわ

けですから、限界に近づいていると言えると思
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います。 

いろんな尺度で地球がどのぐらい養えるか

というと、８０億程度と言っている人が多いと

いう、あくまで多数決なんですが、いま、それ

に近づいてきているということだと思います。

その中でどういう豊かさを享受できるかとい

うのが、大きな課題かなと思っております。 

 

質問 里山資本主義の言及もありましたが、

日本創成会議は地域の拠点都市に集中投資す

るような提言を出されています。先生はこの見

方をどうみていらっしゃるか。 

 

鬼頭 やはり地方圏の人口がどんどん流出

するというのは、一つには就労機会だと思いま

す。東京への人口の移動を調べた経済学者の論

文をみてみますと、東京の有効求人倍率と非常

にきれいな相関がある。企業が人を集めようと

すると、人がどんどん吸い上げられてくるとい

うことがあります。 

ただし、そういうことだけではなくて、現在

の人間には、やはり都市の魅力というのがある

と思うんですね。ちょっと話が長くなるといけ

ないんですが、先日、六本木の劇場で「ＷＯＯ

Ｄ ＪＯＢ！」という、三浦しをんさんの『神

去りなあなあ日常』という小説を原作にした映

画を見ました。若い横浜の青年が受験に失敗し

て、森林事業に研修生として入るという話をみ

て、こういう人が増えたら日本もおもしろくな

るだろうなと思ったんですが、映画館から出て

きて六本木の街をみると、ああ女性はきれいだ

なとか、何だかおいしそうなお菓子があるな、

と。やはり都市には都市の魅力があるんですよ

ね。 

ですから地方の人は農村で我慢しろという

わけにはいかないので、東京に見劣りしないだ

けの魅力をつくらないと駄目なのではないか。

あるいは、そこに誇りを持ってもらいたい。そ

れはブランドのお店がそこに入ればいいとい

うことではないと思うんですね。 

やはり大学などの高等教育機関、あるいは小

学校から非常にいい教育を受けられるかとい

うのが一つ。それと芸術文化ですね。地方が、

いままで伝統的に持っていたと思うんですが、

それを現在の人にも楽しめるようなものを生

み出せるかどうか。いろいろ非経済的な要因が

あっても地方がしっかりとしたものを持つべ

きであるとか、それが東京に対抗するもの、新

しいものを生み出せる力を持たないと駄目だ

と思うんですね。そういう意味では、日本創成

会議のおっしゃる中核都市を育てていくとい

うことは正しいと思います。 

先ほど触れた日仏の会議で、野田秀樹さんな

ども加わった文化のセッションがあったんで

す。そこで私は最後に質問したんですが、日本

ではフランスと違って東京への一極集中が続

いているけれども、文化芸術という点からみて

フランスの地方の状況はどうなのか。いま申し

上げたような関連で質問をしたんです。やはり

フランスでも地方の人口の移動は深刻だが、首

都へ一極集中で来るというのは、もう既にとま

っている。もう２０年、３０年とまっている。た

だし中核都市への移動は起きていますと言っ

ていました。 

ですから何も皆が農村に住む必要はない。そ

こは農業をやる場所、林業をやる場所として捉

えて、住むのは都市ということでもいいのでは

ないかと思います。そういう住まい方というの

も、これからは江戸時代と同じものではない、

新しい住まい方というのを生み出してもいい

のではないかと思いますね。 

 

質問 日本は過去２０年間、先進国には例が

ないゼロ成長ないしマイナス成長が続いたわ

けです。これは、人口学者としてどのように捉

えられているか、非常に興味があります。それ

と、アベノミクスでやや明るい展望がみえてき

た。これがどういうふうに出生率、それから結

婚率――婚姻比率というんですか――につな

がってくるのか。どうごらんになっているか。

これまでデータはまだないと思うのですが、よ

ろしくお願いします。 

 

鬼頭 私は人間ばかりみてきたものですか
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ら、お金のこととか経済のことは、本当のこと

を言うとよく分からないんですが、実は７４年

の少し前に、あるいはそのころですが「成熟社

会」という言葉が流行したんですね。当時の経

済企画庁も、若手の職員たちが一緒になって

『成熟社会』という本を翻訳したりしているん

です。７１年ごろだったと思います。 

その本は誰が書いたかというと、イギリスに

渡ってきたガボールという物理学者です。彼が

成熟社会、『Ｔｈｅ Ｍａｔｕｒｅ Ｓｏｃｉｅｔｙ』という

本を書きまして、それがすぐその年に翻訳され

ているんですね。 

経済白書のタイトルを最近調べたんですが、

その後しばらく「成熟社会」という言葉をたび

たび使っています。それが、安定成長の時代で

すかね。 

ですから、そのころは人口をストップさせな

ければいけないという考え方と、経済成長をこ

れからそんなに高度なものを続けることはで

きない、むしろ社会は成熟化したんだ、それに

見合った、量的な拡大ではなく、質の拡充を図

るべきだ、という考えが出てきたんですね。 

ところが、８０年代に入りますと、それがパ

タッと消えてしまうんです。それは多分、８５

年のプラザ合意以後の話になると思うんです

が、日本ではバブルが起きます。そこで７０年

代に言われていたことがすっかり消えてしま

った。私も調子に乗って、そのとき集めた資料

を、実は全部捨ててしまったんですね。とって

おけばよかったと思うんですが･･･。経済企画

庁のレポートとかいろいろあったんですけれ

ども。当時「成熟国家」「成熟社会」というこ

とが言われました。これからまさにそれを目指

すべきなのではないかと思います。 

アベノミクスは間違っていることがいくつ

かあります。その一つは、いままでと同じよう

な経済成長を目指しているということです。そ

れしか言っていない。雇用を確保するのは当然

なのですが、その成長の中身を考えなければい

けない。世界はもう大きく変わっていて、ＯＥ

ＣＤなんかが中心になりまして、特にフランス

がそうですけれども、新しい富の概念というか、

豊かさの概念を追求しています。日本でも内閣

府がやっていますが、こんなつまらない調査は

ないです。あくまでも主観的な幸福度なんてい

うことを言っているんですよ。そうではないと

思いますね。 

幸福、不幸なんていうのは、どんな社会でも

あるのであって、幸福度を高めるということは

大切なんですが、実をいうとそれは大きなお世

話で、国がそこまで介入しなくていい。そうで

はなくて、みんなが幸福になれるような物的な

ものというのは一体何なのか、社会資本や制度

は一体何なのか、ということをしっかり考えて

いただきたい。 

ＯＥＣＤは何を言っているかというと、やは

り環境を意識したものですね。環境が豊かであ

るということを重視している。ただ、これは中

身はいろいろばらばらだと思います。それとも

う一つは、人のつながりということを強調しま

すね。そうして１１の指標からなるベター・ラ

イフ・インデックス（ＢＬＩ）というものを公

表しています。 

同じような考え方は、サルコジがフランスの

大統領だったときに、アメリカのノーベル経済

学賞の受賞者でスティグリッツ、それから同じ

くインド生まれの経済学者のアマルティア・セ

ンなどを起用しまして、それにフランスの経済

学者とか政治学者とかを入れて、いわゆるステ

ィグリッツ委員会というのをつくりました。 

ここで何をしたかというと、いままでのＧＤ

Ｐで豊かさをはかるのではなくて、もっといろ

んな要素を入れた新しい豊かさの概念を追求

すべきなのではないか。それは７０年代の成熟

社会で目指したことと、多分同じことなのだと

思います。エネルギーなどを大量に消費して物

的な豊かさを追求するのではなく、もっと質を

重視していくべきだ。では何を目指したらいい

かというのをスティグリッツ委員会に考えさ

せたわけです。 

その報告書はもう既に出ていますので、ぜひ

ごらんになっていただきたいのですが、現在の

日本が目指しているものとは大分違います。や

はり物的なある程度の充足は必要だと思いま
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すが、いま求められているのは、それこそ人の

つながりであったり、それが江戸時代のような

ものと同じである必要はないと思うのですが、

もっと新しいタイプの支え合いの考え方だと

思います。世代間の支え合いがうまくいけば、

高齢者の問題も子育てもうまくいくと思うの

で、そのシステムをどうやってつくっていくか。

そういうところにわれわれはもっと意識を注

ぐべきなのではないかと思っています。 

そういう点で、いまの新しい豊かさの概念と

いうものが日本で真剣に考えられるようにな

れば、少子化もかなり片づくのではないかとい

うふうに思っています。 

 

司会 まだお伺いしたいことはいっぱいあ

るのですが、時間をオーバーしてしまいました。

この辺りで終わらせていただきたいと思いま

す。先生に揮毫をいただきました。ちょっとご

紹介していただけますか。 

 

鬼頭 これは受け売りで、このごろよく使う

んですけれども、「悲観は気分に属し、楽観は

意志に属する アラン」という、フランスのリ

セの教授をやっていたアランという哲学者の

言葉です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

少子化、人口減少、大変だ、大変だと言って

いるけれども、大変だと言っていても駄目なの

で、新聞とかニュース、テレビでは、ぜひ、大

変だ、大変だと言うのは、もうそろそろやめて

いただきたいんです。いやいや、これはこうす

ればこうなるよ、という意志をもっと強く出し

ていっていただきたい。そうすれば、いまは大

変だけれども、将来は、いま最後にご質問があ

ったように、新しい豊かさを享受できるのでは

ないか。何をしようではないか、ということを

ぜひ提案していただきたい。 

大体７４年に新聞がああやって大きく静止人

口、出生率を落とせ、子どもは２人までと言っ

たわけですから、今度は、上に向かって、子ど

もは２人までとぜひ言っていただきたいと思

います。 

実は僕は、人口問題というのは、心理学者と

ジャーナリズムにぜひ大きく力を奮っていた

だきたいと思っておりますので、よろしくお願

いいたします。 

 

司会 ありがとうございました。 

（文責・編集部） 

 


